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じどうかん
tel  ：03(3874)1714

〒111-0031

台東区千束 3-20-6

fax：03(3874)1716

※児童館活動の紹介・掲示・報告書などに写真を使用させていただくこともあります。不都合な場合は、お手数ですが児童館までお知らせください。
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台東区社会福祉事業団ホームページ

千束児童館テーマ

台東区社会福祉事業団

児童館・こどもクラブ　運営方針

～元気な台東区で　育てたい　育ちたい～

地域に出よう！ひろげよう！児童館！千束児童館は下町台東の美しい心づくりの一環として「あいさつ運動」に参加し推進しています。

社会福
祉法人

はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！

  

 

・マイタオル・ハンカチ、水分補給用の飲み物を

   持参してください。（冷水機は、現在使用できません）

・児童館の利用方法等が変更になった場合は、区

   ホームページ、台東区社会福祉事業団のホーム

　ページ   （児童館）にお知らせを掲載します。

・児童館では、３０分ごとのこまめな換気やクリー

   ンタイムの実施など、感染予防対策に取組んで

　います。

・日曜開放は、当面中止しています。

【利用について】 【その他】

ようじ　　　　　　       えんじ　　　　　　　　かんぎょうじ　　じっし

たいしょう　  　　 にゅうようじおやこ　　　  えんじおやこ        しょうがくせい　ちゅうがくせい　　こうこうせい

りようび             　　    げつようび　　 　どようび　      　にちようび      しゅくじつ　  のぞ

りようじかん            　ごぜん　　   　じ　　　　   ぷん　　 　ごご　　      　じ

すいぶんほきゅうよう　 　      の　        もの           

じさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れいすいき　　　 　      げんざいしよう

じどうかん　  　         りようほうほうなど　　          へんこう　　　　　　　        　    ばあい                   　く

　　　　　　　　　　たいとうくしゃかいふくしじぎょうだん

じどうかん　　　　　　　　　　　　    　ぷん　　　　　　　　　　　　　　　 　       　かんき

じどうかん　　　　　　　　  　し　　　　　　　    　けいさい

　

（１）「3 密（密閉・密集・密接）」を防ぐため、館内が混み合った場合は、入館できない

　　　場合があります。館によって利用できる人数の上限は異なります。

　　　混雑状況のお問い合わせは、当日の午前９時３０分以降に利用する児童館へ

　　　お問い合わせください。

（２）体調の悪い方の利用はご遠慮ください。

（３）検温、手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。

（４）マスク・靴下の着用をお願いいたします。（乳幼児除く） 

（５）水分補給用の飲み物以外の飲食は、ご遠慮ください。

（１）対　　象　乳幼児親子・園児親子・小学生・中学生・高校生

（２）利用日  　　月曜日～土曜日 ( 日曜日・祝日を除く )

（３）利用時間　  午前 9 時 30 分 ～ 午後 6 時

  （幼児タイム・園児タイム・館行事の実施については、　
                                                                                                 利用人数の制限をします。)　
　　　　　　　 

日頃から児童館の運営にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。児童館は、新型コロナウィルス感染予防対策を行いながら運営をしています。
緊急事態宣言は解除されましたが、引き続きご協力をお願いします。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

【利用方法】

　　　

児童館の利用について

じっし　　　　　　　　        　かんせんよぼうたいさく　　　　　  とりく

にちようかいほう　　　　          とうめんちゅうし

みつ　　みっぺい　　みっしゅう 　みっせつ　　　　 　ふせ　　　　　　　  　かんない　  　こ　　　あ　　　　　ばあい　　　　 にゅうかん

　　

ばあい　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　 　りよう　　　　　   　にんずう  　じょうげん　 こと

こんざつじょうきょう　　　  と　  　 あ　　　　　　　　　とうじつ　  　ごぜん　   　じ　　　 　　ぷんいこう  　　　りよう　　　   　じどうかん

と　　　あ

 たいちょう　 わる　　かた　　　りよう　　　　　えんりょ

　くつした　　ちゃくよう　　 　 ねが　　　　　　　　　　　　　　　にゅうようじのぞ

すいぶんほきゅうよう　 　　　の　   　　　もの  いがい　　　　いんしょく　　　　　　　　 えんりょ

ひごろ　　　　　　　　じどうかん　　　　　うんえい　　　　　　　　りかい　　　　　 　きょうりょく　　　　　　　　　                                                                                                            　じどうかん　　　　           しんがた　　　　　　                                                　かんせんよぼうたいさく　　　　　  おこな　　　　　                    うんえい

りようにんずう　　せいげん

けんおん　　しゅししょうどく　　　　　　　　　　　てあら　　　　　　きょうりょく
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せんぞく
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せんぞくじどうかんマップ

きんきゅうじたいせんげん　　　　　　かいじょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　つづ　　　　　　きょうりょく　　　　 　ねが　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ふべん　　　　                                                                            　りかい　　　           きょうりょく　　　       ねが　　     いた

※年末年始の１２月２９日（水）～１月３日（月）まで、じどうかんはおやすみです　
ねんまつねんし　　                           　がつ　　　　　　　にち　　　　すい　　　　　　　　　　がつ　　　　 か　　     　げつ　　　

１がつ
2022

館長　小熊 由紀

あけまして　おめでとうございます！
 

 今年も、みなさんと会えるのを
　　　　　　　楽しみにしています！

この紙面上の記事・写真などの無断転載は法律により禁止されております

つくりたいム！

１２月２４日（金）～１月８日（土）

じどうかんでチラシをもらって、 かならず本人がもうしこんでね！

つくりたいム！

常 の 活 動日
にちじょうにちじょう かつどうかつどう

がつ　　　　　　 　　 か　　          きん　　　　　        　      　がつ　　　   　か　　         　ど

JUMP-JAMたいム！×公園集合JUMP-JAMたいム！×公園集合
ジャンジャン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうえんしゅうごう

※申し込みは 「事務室」 でうけつけます。 4 時の時点で定員を超えてしまった場合は、 抽選になります

   のでご了承ください。  

もう　　 こ　　　　　　　  　じむしつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　じてん　　　ていいん　　　こ　　　　　　　　　　　　　 ばあい             　ちゅうせん

あそびたいム！あそびたいム！

「千束世界記録チャレンジ！」「千束世界記録チャレンジ！」
せんぞくせかいきろくせんぞくせかいきろく

「お正月遊びに挑戦してみよう！」

しっぽうや

２：００～５：００

５日（水）～７日（金）
か　　　　  すい　　　　                　か　　       きん

３：００～３：４５

対象 ： 小学生以上

定員 : 各日８名程度

たいしょう　　　　　　しょうがくせいいじょう

ていいん　　　　　かくじつ　　　　 めいていど

かきぞめ

新年を迎えて新鮮な気持ちでかきぞめをしよう！

集会室で行ないます。

＜もちもの＞習字道具、半紙

　しんねん　　　 む　　　　　しんせん　　      きも

※活動したいお友だちが多いときには、交代しながらおこないます。
　かつどう　　　　　 　　　とも　　　　     　おお　　　　　　                    こうたい

５日（水）～７日（金）

①９：３０～１１：３０

②１：００～２：３０

　しゅうかいしつ　　おこ

　しゅうじどうぐ　　　　 　はんし

か　　　　  すい　　　　                　か　　       きん

「七宝焼きをつくろう！」「七宝焼きをつくろう！」
しっぽうや

２６日（水）３：３０～４：３０

２７日（木）・２８日（金）４：００～５：００

対象 ： 小学生以上 / 参加費 ： 無料 / 定員 : 各日６名

申込み ： １７日 （月） ４ ： ００～受付開始

　りょうしょう

「お正月遊びに挑戦してみよう！」
しょうがつあそ　　　　　　　　　ちょうせんしょうがつあそ　　　　　　　　　ちょうせん

こま・羽子板・かるたなどのお正月遊びをするよ！

みんなでお正月を楽しもう♪

　はごいた　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがつあそ

　しょうがつ　  たの

運動をすることが得意な子も苦手な子も一緒に楽しめます♪

今回は公園集合とコラボをして、東盛公園で JUMP-JAM を

行います！また、なわとびやディアボロでもあそべます。

うんどう　　　　　　　　　　　 　とくい　   　こ　　   にがて　    　こ　　 いっしょ　　たの　　　                      　

こんかい　 こうえんしゅうごう　　　　　　　　　　          　　とうせいこうえん　　　   　　ジャンジャン

　　　　　

１２日（水）３：４５～４：３０
（JUMP-JAM の『王様陣取り』を行う予定です。）

１９日（水）３：４５～４：３０
（この日は、なわとびなどであそべます。）

場所：東盛公園
にち　　  　すい　　

にち　　　　すい　　

ばしょ　　　　　とうせいこうえん　　

ジャンジャン　　　　　　　　　　　　　　おうさまじんと　　　　　　　　　　　　 おこな　　　　  よてい　　

ひ　　　

にち　　  　すい　　

にち　　  　もく　　　　　　　　　　　にち　　 　きん　　

たいしょう　　　　　　　　しょうがくせいいじょう　　　　　　　　　　　 さんかひ　　             　　むりょう　　　　       　ていいん　　        　かくじつ　　        　めい　　

もうしこ　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　　  　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　うけつけかいし　

おこな

　　　　　

今回は JUMP-JAM を
公園で行ないます☆
１２日は東盛公園に

集まろう！

こんかい　　　　　　　ジャンジャン

こうえん　　おこな

にち　　　とうせいこうえん

あつ

挑戦種目

・１分間に何本鉛筆を立てることができるのか

＊１回の挑戦は２名までとなります。 世界記録：５５本

・頭を使って風船を何分間浮かすことができるのか

＊１回の挑戦は１名ずつとなります。 児童館オリジナル種目

ふんかん　　　　  　　　なんほんえんぴつ　　　         　た　ふんかん　　　　  　　　なんほんえんぴつ　　　         　た　

あたま　　　　つか　　　　　　　　ふうせん　　　　　  　なんふんかん     う　　

かい　　　　　ちょうせん　　　　　　　　　めい　　

かい　　　　　ちょうせん　　　　　　　　　めい　　

せかいきろく　　　　　　　　　　　ほん　

じどうかん　　　　　　　　　　　　　　    　しゅもく　

( 雨天の際は、児童館内で行ないます。)
うてん　　　さい　　　　　 じどうかんない　　    おこ　　

◀
イ
メ
ー
ジ

ゆう薬を銅の板の上にぬり、800℃の電気炉で焼いて七宝焼きの

オリジナルキーホルダーを作ろう！

やく　　どう　　いた　　うえ　　　　　　　　　　　　　　　　　でんきろ　　　　や　　　　　しっぽうや

つく

　明けましておめでとうございます。日頃より新型コロナウイルス感染拡大予防対策・対応にご理解と、児童館運営へのご協力

をいただき誠にありがとうございます。児童館も少しずつではありますが、活動が再開することができました。今年も感染対策

に充分注意しながらできることを増やしていきたいと思います。

　本年も、子供達にとって「ワクワク楽しい！」「安心してくつろげる」「安全な居場所」であることを最優先に、たくさんの

笑顔が溢れる児童館となるよう職員一同一丸となって努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。


